


１

肯定的変化を与えられるプライオリティコーチを
一人でも多く輩出し、
自己実現をする人を増やすため。

たくさんの方にプライオリティコーチングを
受けていただき、8バランスの取れた
豊かな人生を手にしていただくため。

2

緊急な課題の解決だけでなく、習慣で課題を解決し
ビジネスとプライベートの両方のバランスを整え
長期的な心の安らぎを手にする方を増やすため。

3

たくさんの方が真の生きる目的を思い出し、
叶えることを信じられるようになることで、
日本全体のモチベーションを上げるため。

4

大切な人を大切にする習慣を身につけることで
幸福感、満足感、達成感、充実感を
手にして生きられる人を世の中に増やすため。

5

※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます

長期的かつバランスの取れた豊かな人生を手にしてもらうために、

対話によって、自分と相手の可能性を最大限に引き出し、

効果性を生きるための自発的行動と習慣化を促す

コミュニケーションスキルです。



１

認定コーチとして、AWARENESS社より
クライアントの紹介をうけて、コーチングを行うと
報酬が得られる。

AWARENESS社公認のプライオリティコーチングの
技術を有することの証明となる。

2

アシスタントとして、AWARENESSセミナー受講生を
コーチングして、貢献していただくことができる。3

※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます

～ プライオリティコーチング®は、商標登録しております ～

AWARENESS社の認定コーチは、高橋マスターコー
チや大杖エグゼクティブコーチと共に、プライオリ
ティコーチングによって世の中に価値を生み出してい
ただくコーチです。
仕事とプライベートをバランスよく手にするためのプ
ライオリティコーチングをご提供いただきます。

認定コーチの皆さまには、プライオリティコーチとして模範となる行動をお願いしております。著しく反する
行為が続いた場合には、認定の取り消しなどをご相談させていただく場合がございます。

PMC
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ベーシックスクール
（CPS・DRS）

ベーシックスクール
コーチング

基礎セミナー（CBS）

コーチング

実践セミナー（CTC）

BPC
アドバンス

プライオリティコーチ
キャンプ（PCC）
～コーチ認定試験～

※ 2020年8月時点。半年ごとに改定いたします
※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます

講師：高橋Master Coach
大杖Executive Coach

金額：68,000～200,000円

日数：2日間

講師：高橋Master Coach
Sub講師：大杖Executive Coach

金額：89,000～118,000円

日数：2日間

講師：大杖Executive Coach
監修：高橋Master Coach

金額：59,000～79,000円

日数：2日間

金額：44,000円～59,000円

日数：2日間

金額：24,000～32,000円/74,000~98,000円

日数：１日間/３日間

講師：大杖Executive Coach
監修：高橋Master Coach

講師：大杖Executive Trainer
監修：高橋Master Trainer

無料コーチング

DRSアシスタント

コーチングロープレ
強化合宿

プライオリティコーチ
キャンプ（PCC）

～第一次試験（筆記）～ 金額：11,000円

日数：1時間

金額：66,000～88,000円

日数：2日間

講師：大杖Executive Coach
監修：高橋Master Coach



プライオリティコーチキャンプ（認定試験）に
参加できる条件

下記、①～③の全てを満たした方が認定合宿にご参加いただけます

①無料コーチングの
回数

※指定回数の内、70％の実
施証明（フィードバック
シート）の提出が必要

下記、1）～3）のいずれかを選択いただけます

１）DRSアシスタント10回以上経験者
または、DRSコーチ経験者
または、PMC EXE CLUB会員（現役）

▶無料コーチング 50回 →35枚提出

２）DRSアシスタント2～9回経験者
または、ロープレ強化合宿１回以上受講済み
または、DRSアシスタント1回及びCTC１回以上受
講済み
または、PMC卒業生またはPEC３回以上受講済み

▶無料コーチング 100回 →70枚提出

３）DRSアシスタント1回経験者
または、CTC２回以上受講済み

▶無料コーチング 300回 →210枚提出

②セミナー受講

下記、両方を満たす方

１）BPC-A２回以上受講済み
または、CTC及びBPC-A各１回以上受講済み
または、PMC卒業生及びBPC-A１回以上受講済み

２）ベーシックスクールまたはコーチングスクール
に入学済み（ライトコースも対象です）

③ご紹介者人数

※2017年以降の紹介に限る

下記、1）～４）のいずれかを選択いただけます
※直接のご紹介に限らせていただきます

１）スクール１名のご紹介

２）TOS４名及びDRS２名以上のご紹介

３）BPCまたはBPC-A２名以上のご紹介

４）PMCまたはPEC３回以上に１名のご紹介

④筆記試験の合格

該当期間に開催された第一次試験（筆記）に合格し
ていること
※該当する筆記試験は、プライオリティコーチキャンプの前３ヵ月間に
開催いたします

※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます
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セミナー受講

実技試験

審査

筆記試験

合格通知

事前課題提出

お申込/条件審査

※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます

ご入金



合格通知、契約書送付

認定費用のお支払、契約締結

HP掲載内容のご用意

概要のご説明

システム登録、LINE＠登録

HP掲載、募集開始

コーチング活動

AWARENESSセミナー
アシスタント

トレーニング

勉強会

懇親会

更新/昇格試験

認定試験の試験官



更新期間と料金

▶年1回の更新料：50,000円（税込）
または

▶BASIC SCHOOLへ新規で直接紹介した方が
年間6名以上の場合：30,000円（税込）
または

▶BASIC SCHOOLへ新規で直接紹介した方が
年間12名以上の場合：5,400円（税込）

更新期限

▶認定取得月の2か月前から更新可能
（例）2019年12月1日取得（取得月は12月）

2020年10月より更新可能

▶認定取得月を過ぎると、認定失効
FAX又は、メール必着

（例）2019年12月5日取得（取得月は12月）
2020年12月31日までに更新しなければ失効

更新方法 ▶書類の更新（メール、FAX）

更新条件

①BASIC SCHOOLに入学していること

②DRS、BPC、CTCの各セミナーに、２年間
に1回以上アシスタントとして参加すること
※開催状況・地域によって回数は考慮いたします

③コーチングの実施回数を申請すること
（※年12回以上のコーチング実施、またはセ
ミナー等でのコーチの役割）

その他
クライアントからクレームがあったり、
満足度が著しく低い評価が続いた場合は、
更新をお断りする場合もあります。

※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます



➀認定コーチ限定のスペシャルトレーニング

髙橋Master Coachと
大杖Executive Coachによる
認定コーチ限定トレーニングに
ご参加いただけます。

②AWARENESSからクライアントを紹介

AWARENESSの公式HPにて、コーチングの申込受付
を行い、AWARENESSが仲介してクライアントを
募集します。（基本的には、認定コーチはHPに
プロフィール等が掲載されます。）

③セミナーのアシスタントとして学べる

ベーシックセミナー、コミュニケーションセミナー
のアシスタントに入ることが出来ます。
※認定ランクの条件をクリアした場合

⑥最新の資料・ノウハウ・情報を提供

⑤認定コーチのバッチを進呈

⑦限定の勉強会や懇親会に参加できる

ランクに応じたバッチを身に着けることができます。

更新された最新の資料・ノウハウを提供します。

認定コーチ同士の情報交換や相談、スキルアップが
できます。

④セミナー受講優遇

認定コーチ限定のセミナー受講の優遇がございます。

※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます



認定コーチランク 1回 3回 5回

②

Executive Coach
対面

79,800円 360,000円 588,000円

zoom 71,000円 324,000円 529,000円

⑥

Basic Coach
対面

44,000円 119,000円 188,000円

zoom 39,800円 98,000円 150,000円

（税込み）

認定コーチランク 1回 6回

① Master Coach 24.2万円～ 121万円～

※BPCコーチングのクライアントは、１）コーチが独自に知り合った方、２）AWARENESSのご紹介、いずれかに限定させていただきます。
AWARENESSを通じて知り合った方やそのご縁の方からご依頼いただいた場合は、事前に当社にご相談くださいませ。
※2020年8月時点。半年ごとに改定いたします。
※ご自身の事業にコーチングを組み入れる場合、別途で法人契約でのご契約も可能です。

※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます

１回あたりのコーチングは約90分です

※PMCとは条件が異なります

スタッフ

クライアント

クライアント コーチ

システム

コーチング以外のお客様とのお手続きや、ご契
約、お金のやり取り、各種ご相談などの業務を
オフィスでサポートいたします。
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ご紹介ページ

コーチご自身のご紹介
ページをご用意いたし
ます。
動画メッセージやプロ
フィール、特技や経歴
などを添えて、ご紹介
いたします。

お申込みもフォームよ
りいただき、コーチン
グ開始までは、コーチ
に代わってオフィスに
て管理運営させていた
だきます。

専用ツール

PMCで使用しているコーチング
ツールのご提供や、コーチング前
後でクライアント様にいただく振
り返りをスマホから入力いただけ
るシステムのご利用など、専用の
ツールをご利用いただけます。

サポートスタッフ

コーチ活動をオフィススタッフが
サポートさせていただきます。
コーチングでのお困りごとやご相
談など、PMCやPECのスタッフの
サポートが受けられます。

その他

・HP掲載情報の編集
・プロフィール写真や動画の撮影
・コーチング場所のご提供または
ご紹介（計画中）

※追加予定あり

ホームページ

プライオリティコーチのホームページ
でPMC・PECと共にPRいたします。

※サービスの改善のために予告なく変更する場合がございます



〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目19番4号新大阪NLCビル 2F
TEL 06-6325-6180 FAX 06-6325-6181

改定日：2020/09/01
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